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会议日程
会議プログラム

感谢您参加纪念川端康成诞辰 120 周年国际学术研讨会。
请您参照本参会指南，了解本次会议相关的安排。
期待在金秋十月与您相聚绍兴，祝您旅途愉快！

尊敬的参会者您好!

日程安排

日期                                                          　日程安排     

　10月 25 日 ( 周五）全天                                         　　　　  报  到

　10 月 26 日 ( 周六）上午                               　　　　开幕式、基调演讲

　10月 26 日 ( 周六）下午                            　　　　专场研讨会、闭幕式

　10月 27 日 ( 周日）全天                                         　　　    文学散步

　10 月 28 日 ( 周一）全天                                           　　　　离  会
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10 月 25 日（周五）【全天报到】

报到时间：2019 年 10 月 25 日（08:00-21:00）

报到地点：浙江省绍兴市永和庄园（大厅 , 浙江省绍兴市二环南路小亭山下）

住宿地点：浙江省绍兴市永和庄园

校内代表报到地点：浙江越秀外国语学院稽山校区（圆顶会议室）

会议地点：浙江越秀外国语学院（会稽路 428 号）

会 务 费：免除（主办单位承担会议期间餐费、会场费和市内交通费等。其他费用自理。）

联系方式：dhai999@sina.com  、15901204527( 魏大海 )

⊙ 20:00-21:00  会议筹备组预备会议（準備会議）

主 持 人：王 宗 杰 （浙江越秀外国语学院东方语言学院院长）

参 加 者：魏 大 海 （中国日本文学研究会常务副会长）

　　　　  浙江越秀外国语学院会务组成员

　　　  原     善（日本川端康成学会常任理事）

　　　　  田村充正（日本川端康成学会常任理事）

　　　　  福田淳子（日本川端康成学会常任理事）

　　     刘 东 波（中国日本文学研究会常务秘书、兼任同传）

 10 月 26 日（周六）上午【开幕式、基调演讲】

时    间 ：08:30-09:10 （每位致辞约 5分钟）

地    点 ：浙江越秀外国语学院（会稽山校区、图书馆报告厅）

主 持 人：王宗杰（浙江越秀外国语学院东方语言学院院长）

致      辞 ：徐真华（浙江越秀外国语学院 校长）

致      辞 ：陈众议（中国社科院外文所所长、学部委员；中国外国文学学会会长）

致      辞 ：何俊杰（绍兴市委宣传部副部长、绍兴市文广旅游局局长）

致      辞 ：刘　咏（青岛出版社 总编辑）

致      辞 ：片山伦太郎（日本川端康成学会会长、田村教授代读）

致      辞 ：谭晶华（中国日本文学研究会会长、上海外国语大学教授）

09:10-09:25  与会代表合影（地点：稽山校区图书馆附近）＊　記念写真の撮影

                 

                 09:25-09:40  茶歇 
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09:40-11:55　基调演讲

主 持 人：邱雅芬（中国日本文学研究会秘书长、中国社会科学院研究员）

　　09:40-10:05 谭晶华（中国日本文学研究会会长、上海外国语大学教授）

《雪国》的中国阐释和研究现状

         10:05-10:30 原    善（川端康成学会常任理事、原武藏野大学教授））

亥年の川端／愛しの康成－川端康成を受け継ぐ現代作家たち 

　　10:30-10:55 魏大海（中国日本文学研究会常务副会长、浙江越秀外国语学院教授）

川端康成「『純粋小説論』の反響」—純粋小説と第四人称について

　　10:55-11:20 田村充正（川端康成学会常任理事、静冈大学教授）：

 川端康成の 120 年、川端学会の 50年─比較文学研究の視点から

　　11:20-11:45 李    强（中国日本文学研究会常务理事、北京大学教授）

実証·細読·審美—『伊豆の踊子』の再読

         11:45-11:55    主持人点评·自由发言

12:00-14:00  午餐（稽山校区教师餐厅）/午休
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10 月 26 日（星期六）下午【专场研讨会】  A 组

主  持  人：   王奕红（中国日本文学研究会理事、南京大学教授）

          　　　李哲权（中国日本文学研究会常务理事、日本圣德大学教授）

14:00-14:20 邱雅芬（中国社会科学院）：「アバンギャルド作家」としての川端康成

14:20-14:40 李哲权（日本圣德大学）：川端文学の根底—女性的なるもの

14:40-15:00 叶晓瑶（日文研）：満州体験と「京都」表象—川端康成「東海道」の射程

15:00-15:20 李先瑞（浙江越秀）：川端康成前期作品における女性像

——『伊豆の踊り子』『浅草紅団』『雪国』を中心に

15:20-15:40 吴天寒（西南民族大学哲学所）：自己探求の徒労
——《雪国》をラカン哲学によって解釈する

15:40-15:50    自由发言

10 月 26 日（星期六）下午【专场研讨会】  B 组

主  持  人：田村充正（川端康成学会常任理事、静冈大学教授）

          　　   李 圣 杰 （中国日本文学研究会常务理事、武汉大学教授）

14:00-14:20 王宗杰（浙江越秀外国语学院）：川端康成被遗忘的短篇小说《美丽》

14:20-14:40 周    阅（北京语言大学）：「馬美人」から見る川端康成の受けた唐代伝奇小説の影響

14:40-15:00 刘东波（日本学振）：川端康成と井上靖―湯ヶ島ゆかりの文人たち

15:00-15:20 平井裕香（东京大学大学院）：「雪国」の翻訳不可能性—声の効果に注目して

15:20-15:40 深泽晴美（和洋女子大学）：新発掘小説「名月の病」を読む

15:40-15:50    自由发言

15:50-16:00      茶  歇（休憩）
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10 月 26 日（周六）下午【专场研讨会】  C 组

主  持  人：周     阅（中国日本文学研究会副秘书长、北京语言大学教授）

　　　　　福田淳子（日本川端康成学会常任理事、昭和女子大学准教授）

16:00-16:20 福田淳子（昭和女子大学）：川端文学におけるエンターテインメントとの交錯

16:20-16:40 李圣杰（武汉大学）：川端康成と魯迅の文学における「孤独」

16:40-17:00 谢志宇（浙江大学）：『山の音』における「愛」についての再批評

17:00-17:20 仁平政人（东北大学）：モダニティを翻訳する作法

17:20-17:40 杵渕由香（明诚高校）：川端康成『虹いくたび』における戦後の影

17:40-17:50    自由发言

10 月 26 日（周六）下午【专场研讨会】  D 组

主  持  人：李 先 瑞 （日本文学研究会常务理事、浙江越秀外国语学院教授）

　　　　　深泽晴美（日本川端学会常任理事、和洋女子大学主任研究员）

16:00-16:20 王奕红（南京大学）：中上健次、「禽獣」、そして川端文学の「気」について

16:20-16:40 陈晓琴（四川大学）：川端康成の掌小説と日本の古典文学

16:40-17:00 原田桂（上武大学）：川端康成と三浦哲郎—川端康成文学賞をめぐって

17:00-17:20 李雅旬（北海道大学）：川端康成「花のいのち」論―牡丹の絵を手がかりに

17:20-17:40 大石征也（川端学会会员）：土屋隆夫·信州·川端康成

—川端康成の 1930 年前後を視座に

17:40-17:50    自由发言
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10 月 26 日（周六）下午  【闭幕式】

时间：17:50-18:00

主 持 人 ：魏大海   （中国日本文学研究会常务副会长、浙江越秀外国语学院教授）

闭 幕 词 ：  王宗杰（浙江越秀外国语学院东方语言学院院长、教授）

18:00-20:30 浙江越秀外国语学院宴会（稽山校区教工餐厅）

　　10月 27 日（周日）【文学旅行】　

1、鲁迅故里
2、镜湖新校区（午饭 : 新校区）
3、安昌古镇

 　　10 月 28 日（周一）【会议代表返程 】

（会议期间的住宿安排：10月 25、26、27 日三天）

1、高铁至绍兴北站下车，乘出租车到永和庄园约 18公里，车费 40元上下。

2、飞机到杭州萧山国际机场，乘机场大巴到绍兴客运中心，换乘出租车到永和庄园。

3、坐飞机到宁波栎社国际机场，乘机场免费摆渡车到地铁站，坐地铁到宁波车站，

换乘高铁至绍兴北站。由绍兴北站换乘出租车到永和庄园。

交通指南



【论文摘要】

『雪国』に関する中国解釈及び研究現状

譚晶華

人物造形、主題、芸術成果などの面から簡潔に中国における『雪国』研究を回顧し、島村が作品の
構造及び人物描写などの面で担っている重要な役割を指摘する。その同時に、当時の社会の歴史的背
景を視野に入れ、島村の人物像を再考したい。彼の消極遁世が、ある意味で彼は反体制者であること
を表している。すなわち隠逸文化人の共通の特徴である。客観的に『雪国』における人物像を分析す
ることを通して、川端文学の神髄をより一層深く理解することが可能になるだろう。

谭晶华

从人物形象，主题，艺术成就诸方面简单回顾中国的川端康成的 « 雪国 » 研究，指出岛

村在该名作的结构及人物描写方面所起的重要作用，同时主张把岛村放在社会历史背景中考

查，其消极遁世，成为社会多余的人的一面其实具有另一种反体制者，即隐逸文化人的共同

特点。只有客观正确地分析 « 雪国 » 的人物形象，才能更好理解川端文学的实质。

亥年の川端／愛しの康成－川端康成を受け継ぐ現代作家たち

原善

亥年に生まれた川端康成にとっては干支がちょうど２巡したことになる今年は、生誕 100 年の時の
ような喧騒を見ることがないからこそ、静かに川端康成の文学の今日的な意義について考えたい。一
人の作家の文業の成果を測るのには、先行の諸芸術や同時代の文化を彼がどう受け入れていたかを、
その文学の中に確認することも大事であり、実際にある程度はそうした川端研究も積み重ねられてき
ている。しかし、過去のある時点における作家の営みを評価するだけではなく、まさに我々が生きる
この現代において、当該作家が読まれる意味はどこにあるのか、という現代的な意義を探るためには、
今度は逆に、現代作家が彼をどのように意識しているか、いかに繋がり、受け入れているか、を見て
いくことが有効になってくるはずである。その試みはあまり為されているとは言えないが、今回は吉
本ばなな、恩田陸といった作家たちがいかに川端を愛しがっていたかを見ていきたい。

川端康成「『純粋小説論』の反響」について

魏大海
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川端康成は、「『純粋小説論』の反響」といった文章により、横光利一の『純粋小説論』及び関連す
る幾つかの論説を論及した。すなわち、当時の文学評論家である古谷綱武、勝本清一郎、中村光夫、
尾崎士郎、井汲清治、小林秀雄などの「純粋小説論」に関する評価や評論を紹介しながら、論じたも
のである。否定的な意見が多かったが、関連した問題を釈明することが出来なかった。川端康成自身も、
関連する概念や論説を整理しながら論じたが、同じように釈明することが出来なかった。「純粋小説論」
は、日本の現代文学における伝統的な様式「私小説」に密接的な関連があるが、その関連している概
念の多くは、百年以上わたったとしても、釈明できなかった曖昧な状態にあるままであろう。本発表
も問題を提出しただけで、今後に、何か理論的な手がかりにより、概念の釈明を挑戦しようと考える。

魏大海

横光利一在法国作家纪德的启发下，发表了引起日本文坛论争的《纯粹小说论》（1935）。

川端康成则在一篇文章 “《纯粹小说论》的反响” 中，论及横光利一的相关论作。其实川端

康成的文章，只是罗列了诸多文论家如古谷纲武、胜本清一郎、中村光夫、尾崎士郎、井汲

清治、小林秀雄等关于 “纯粹小说论” 的评价或评述，否定性的意见居多，谁都没有把相关

问题论说得透彻而清晰，川端康成整理了当时关于 “纯粹小说” 和 “第四人称” 的反应与论说，

顺便表达了自己的观点，他也没有论述清楚。实际上，“纯粹小说论” 密切关联于日本现代

文学中的传统样式 “私小说”，涉及的一堆概念，历时百余年，至今仍处在莫衷一是的模糊

状态中。本发表仅仅提出了问题，期待日后有一根清晰的理论线索串起这些概念。

川端康成の 120 年、川端学会の 50年─比較文学研究の視点から

田村充正

5年前の 2014 年秋、パリで〈川端康成 21 世紀再読〉というテーマのもとに中国を含む欧米の研
究者たちが集まり、川端文学を新たに読み直していくことの意味が討議された。伝統的であると同時
に前衛的で、デジタルな情報社会を迎えた今世紀においてもアダプテーション論やポスト・ジェンダー
研究など多様な領域から注目を集め続ける川端文学の研究史の変遷を、来年 50 周年となる川端康成
学会（旧川端文学研究会）の年報や論集に即して検証する。
川端康成学会は創設当初から海外の研究者との交流を深め、中国の日本文学研究者の方々とはすで

に 4回のシンポジウムを重ねてきたが、長春で開かれたその 4回目からは 20年の歳月が流れた。今
回のシンポジウムを契機にふたたび活発な交流が促進されることを願ってやまない。

実証・細読・審美―『伊豆の踊子』の再読
李強

9
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研究及び教育上の関係で、中国国内における『伊豆の踊子』関連の文章や論文をほぼ全部目を通した。
最も疑問に思ったのは、以下の三点がある。一、テキストの細読、読者側の受容性、及び分析批評は
未だに不十分なことである。二、いわゆる理論の高度を追究するため、本文の解読と無関係の理論や
概念を無理やりに当てはめることである。三、本文解読の代わりに、広義の文化批評に力を入れ、「独
創的学術成果」を求めている研究姿勢である。このような背景で、『伊豆の踊子』の細読にまだ余地
があると思われる。理論の面から言うと、小説は虚構と叙述から構成されている。小説を解読するには、
テキストの芸術的表現を信用する必要がある。いわゆる、物語・時代・叙述・審美の真実性を信ずる
ことである。『伊豆の踊子』の再読というのは、実証・細読・審美の考え方や方法を用い、作品を「テ
キスト」として見ることである。さらに、テキストの細読に発見した問題点をより専門的な視点から
考察を行いたい。

 

李强

因为研究和上课的需要，我读过国内几乎所有的有关《伊豆的舞女》解读的文章和论文，

感觉最大的问题是：一、文本细读、阅读感受和分析批评不到位；二、为了所谓的理论高度，

泛用或套用与解读无关的理论和概念；三、用泛文化批评代替本体解读，追求所谓的学术创新。

这样就给重读《伊豆的舞女》留下了余地。从理论上讲，小说是由虚构和叙述构成的。解读

小说，就是要相信文本在艺术表现上是真实的，具体而言，就是故事真实、时代真实、叙事

真实和审美真实。重读《伊豆的舞女》，就是把《伊豆的舞女》作为 “文本”，用实证、细读、

审美的观念和方法，本体地、专业地去关注、发现和解决现有的解读在解读其故事真实、时

代真实、叙事真实和审美真实上存在的问题。

「アバンギャルド作家」としての川端康成

邱雅芬

川端康成は「新進作家の新傾向解説」（『文芸時代』1925 年１月）において、新感覚の「新」は「認識論」
の革新であり、「一つの哲学である。認識論である。自然人生の新しい感じ方である。新しい感情である。
この一点だけでも、今日の新進作家の新感覚主義は新しい文芸である」と書き、新感覚派を理論的に
支援するとともに、彼自身のアバンギャルド作家とその理論家としての一面を表したのである。本論
は川端康成の具体的な作品を通して、アバンギャルド作家としてのその特質に触れてみたいと思う。

邱雅芬

川端康成在《新进作家的新倾向解说》（《文艺时代》1925 年 1 月）中指出新感觉派之 “新”



11

Kawabata

川端康成　生誕 120周年記念　国際シンポジウム

实际上是 “认识论” 的革新，是 “一种哲学、一种认识论、一种对自然人生的新的感觉方式、

一种新的情感。仅此一点，可以说当今新进作家的新感觉主义是一种新文学。” 川端康成丰

富了新感觉派的理论，亦显示了他作为先锋作家以及先锋文学理论者的一面，拙论希望通过

川端康成的具体作品进一步梳理其 “先锋作家” 这一层面。

川端文学の根底―女性的なるもの

李哲権

川端文学の根底には「女性的なるもの」が眠っている。それは書く行為を行なう作家の無意識、作
家の生理となって、フィクション空間にそれを苗床にして成長したさまざまなイメージを招き入れる。
本発表では、「女性的なるもの」はどこから来たのか、そしてそれが一つの理念、一つの隠喩として
如何なるものたちに招集をかけ、如何なる筋の展開を用意し、如何なる記述を可能にしているかを考
察する。

満州体験と「京都」表象―川端康成「東海道」の射程

葉暁瑶

「東海道」は一九四三年の『満洲日日新聞』に連載された。日本の文化を満洲で浸透させるという
願望を抱いた川端は、主人公を国語教師に設定した。教師に語らせた古典では、文人の東海道旅行が
京都を出るか、京都に帰るかのいずれかに属する。さらに、応仁の乱を境にした京都の衰微と地方の
興盛が強調されている。それらの古典に対する関心は川端の戦後になっても持続する。一九四九年か
ら断続的に発表された『住吉』連作と一九六一年から連載された『美しさと哀しみと』では、「東海道」
時期に受けた影響が明らかである。
「東海道」での「京都」表象に注目することは、京都を主たる舞台にした川端の作品の読解と、日
本文化の伝承に対する川端の態度の究明に直結すると考えられる。
本発表は、川端の満州をめぐる発言と経歴とを絡ませながら、「東海道」の生成を浮き彫りにする

ことで、「京都」表象を創作の背景と物語の構造から解きほぐすことを目的とする。

程

叶晓瑶

在 1943 年的《满洲日日新闻》上连载川端康成的小说《東海道》。抱有在满洲渗透日本

文化愿望的作者，将主人公设定为一名国语教师。国语教师通过口述或著书介绍了许多日本

古典文学人物及故事，这些人物都是经由东海道离开京都或回归京都。他的讲述还强调了应

仁之乱后京都的萧条及周边地方的兴起。小说主人公对于古典文学的关注，与作者自身相重

合，且这一关注点由战时持续到战后。
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延续自《东海道》创作时期的长时间影响，可以从川端康成于 1949 年陆续创作的《住吉》

连作及 1961 年连载的《美与哀愁》中窥探一二。因此，爬梳《东海道》中描写的 “京都” 表象，

与理解川端康成以京都为舞台的小说及川端对于日本文化传承的态度直接相关。

本次报告结合川端康成在满洲的言论及其满洲经历，通过关注《东海道》的创作背景及

创作动机解构川端作品中的 “京都” 表象。

川端康成前期作品における女性像
―『伊豆の踊り子』『浅草紅団』『雪国』を中心に

李先瑞

ノーベル文学賞受賞者川端康成は 1899 年に生まれ、今年で誕生 120 周年記念の年となった。川端
康成は幼くして肉親が相次いで死去し、気分が憂鬱しがちで、孤独的な性格であった。前期作品では
このような傾向は特に強かった。
川端康成は前期作品において下層社会の女性を主人公にし、彼女らの純粋さと運命の数奇を描いた。

『伊豆の踊り子』では、踊り子は初々しさで読者を引きつけている。この女性像は青年時代の川端康
成の理想像であろう。『浅草紅団』においては、不良少女弓子をヒロインにした。姉千代のために赤
木に復讐を行った。浅草界隈で生きる女性として社会に圧迫され男性に侮辱された女性である。『雪国』
では駒子は若い芸者であり、貧弱で弱い女である。しかし、駒子は貧しい生活と抵抗し、芸能を磨き
ながら頑張っていた。葉子は悲しいほど美しい声の持ち主である。駒子とは対照的に、葉子は男主人
公の島村に暖かい感じを与える。
川端康成の前期作品の女性像はいずれも作者の美への追求を反映するものである。その前期作品に

おける女性像を分析することによって川端康成の美意識をより一層理解することに役立つと思う。

期

李先瑞

川端康成的前期创作跟他的孤儿根性有密切联系。由于自幼失去多位亲人，其内心的痛

苦与悲哀成为后来川端康成文学的阴影很深的底色。川端的前期创作多描写下层女性 , 写她

们的纯洁和不幸。论文选取川端康成前期三部名作《伊豆舞女》(1926 年 )、《浅草红团》(1929

年 )《雪国》为研究对象，通过对其中具有代表性的女性形象进行分析，更加深入理解川端

文学的精华所在。
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自己探求の徒労̶『雪国』をラカン哲学によって解釈する

呉天寒

本文はジャック・ラカンの現代精神分析の理論に基づいて、川端康成の『雪国』の「徒労」という
テーマを改めて解釈することを目的としている。ラカンの自己理論と欲望理論では「想像界・象徴界・
現実界」の三重の心理構造がある。これが『雪国』における主人公の島村、駒子という二人が自己探
求する 3つの心理的プロセスに対応できると思われる。二人の主人公がまず、（鏡に映った）鏡像の
他者の指導の下で自己探求の動機を生み出し、その後、欲望に遮られて自己探求の道に迷う。最後に
鏡像の葉子の死で二人の自己探求の失敗を宣告し、自己探求の本質が無駄になっていることを明らか
にした。しかし、鏡像とともに「死んだ」島村は真新しい姿で「現実界」の雪国に復活させるので、「徒
労」というテーマはもはや消極的な無意味にとどまらず、明確な虚無の本来の意義とは何かという哲
学的な意味に昇華している。

吴天寒

本文旨在借助雅克·拉康的现代精神分析的理论，以重新阐释川端康成《雪国》文本的 “徒

劳” 主题。本文认为拉康的自我理论和欲望理论中的三层心理结构 “想象域·象征域·实在域”，

可以对应《雪国》主人公岛村、驹子二人自我追寻的三段心理历程，并以此为线索探究《雪国》

中人物的深层精神世界以揭示文本的 “徒劳” 主题的哲学意涵。两位主人公首先在镜像他者

的牵引下产生了自我追寻的动机，尔后受欲望他者的遮蔽而走上自我追寻的迷途，最后以镜

像叶子之死宣告二人自我追寻的失败，揭示了此番自我追寻终归是徒劳。而与镜像一同“死去”

的岛村将以崭新的姿态复活于实在域的雪国，使 “徒劳” 主题升华到了澄明虚空的哲学意涵。

王宗杰

   2013 年 2 月，川端康成的小说《美丽》继 1927 年首次刊登后再次被发现，该作品至

今尚未被收录在其全集或年谱中，也尚未引起国内外学者的足够重视，这不能不说是一个遗

憾。时隔九十多年后的今天再次研读川端康成这篇被遗忘的小说，不难看出这部作品一定程

度上折射出了的川端与 “新感觉派” 文学、川端与 “无产阶级文学” 的关联和相互影响。《美

丽》虽只是川端早年的一部短小说，但可以肯定的是 ：通过这部最早发表的小小说，一定意

义上体现出川端文学独特的审美意识和表现形式。
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   「馬美人」から見る川端康成の受けた唐代伝奇小説の影響

周閲

『馬美人』は川端が執筆した百篇余りの掌の小説のうちの一篇であり、昭和二年（1927）五月に雑
誌『文藝春秋』に発表された。この小説は原稿用紙を四枚半しか使っていないが、短い文章であって
も川端が中国文学に関して深い教養があり、また外国文学に対して創造的に吸収・止揚する能力を有
していたことが十分に顕れている。本稿は小説としての短さを極めたこの作品を通じて、川端の広大
な文学的視野を窺い、その創作と中国文学、とりわけ唐代の小説との深い関係を分析し、提示する。
『馬美人』には、唐代伝奇小説の痕跡が明瞭に残っており、また、いかに外国文学を参考にするか
ということに関する川端康成の考えも明確に現れている。

周阅

《马美人》就是川端百余篇掌小说中的一篇，发表于昭和二年（1927）五月的《文艺春秋》

杂志。小说原文只有四张半稿纸的篇幅，但不多的文字却充分显露出了川端深厚的中国文学

修养以及对外国文学创造性地汲取和扬弃的能力。本文通过这篇短到几乎不能再短的作品，

窥探川端宏阔的文学视野，分析并呈现川端的创作与中国文学，特别是与唐代小说的深刻联

系。

《马美人》中清晰地留有唐传奇的印记，同时页明确地凸现了川端康成关于如何借鉴外

国文学的思考。

川端康成と井上靖―湯ヶ島ゆかりの文人たち

劉東波

伊豆湯ケ島を舞台とする文学作品は多く見られる。文士村と称されるほど多くの文人に愛された
湯ヶ島地域をはじめとして、伊豆半島には多くの文人墨客が訪れている。その中、特に関わりの深い
二人は川端康成と井上靖である。川端は第一高等学校の二年生の時、湯ヶ島で旅芸人の一座の娘と出
会い、この出会いが名作「伊豆の踊子」を生むきっかけとなった。井上靖は幼い頃から湯ヶ島の土蔵
で戸籍上の祖母と一緒に暮らしていた。一高生の川端が初めて湯ヶ島を訪ねた時、井上はまだ小学生
であった。井上の幼少期の生活が「しろばんば」という名作に結実している。二人は湯ヶ島ゆかりの
文人の代表だと言える。
日本近代文学を代表する二人は、深い親交を結んだが、今までの研究であまり論じられていない。

本研究は、二人が残したエッセイの解読、「川端康成記念会」の設立や「川端康成文学賞」の歴史な
どの面から、川端康成と井上靖の交流を究明したい。
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刘东波

汤島因受到无数文人的热爱和追捧，所以这部分区域被称为文士村。众多文人墨客对此

地无不向往。以伊豆汤島为背景的文学作品也屡见不鲜。其中，与汤島关系最为密切的应属

川端康成和井上靖。川端在就读第一高中二年级的时候，在汤島邂逅了流浪艺人。这次邂逅，

成为了川端名作《伊豆舞女》诞生的重要契机。井上靖从幼年时期开始，在汤島的小屋中与

名义上的祖母相依为命。高中生的川端初次造访汤島时，井上还只是个小学生。井上根据其

在汤島的幼年经历，创作了名作《雪虫》。此二人堪称汤島相关文人的代表。

这两位日本近代文学的代表作家，一生中结下了深厚的友情。然而，现有的先行研究却

很少有提及。本研究通过对二人随笔的解读、探究 “川端康成纪念会” 设立的背景以及对 “川

端康成文学奖” 创办背景的分析，以期考察两位文豪的交流，以及这种交流对日本近代文学

振兴产生的推动力量。

「雪国」の翻訳不可能性 ―声の効果に注目して

平井裕香

川端康成の「雪国」には様々な言語への翻訳があり、それら外国語訳との比較は原文の表現の特徴
を明らかにするための視角として広く活用されている。しかし多くの分析が、文体研究一般と同じく
地の文（語り）に焦点を当て、主人公あるいは実体的な単一の作家の認識に作品全体を還元してきた。
またその分析の結論は、個別の文脈における書き手の選択を置き去りにして、日本語一般の特性や古
典文学との繋がりに敷衍される傾向があった。これに対して本発表は、作中人物の発言、特にその地
の文との相互作用に注目して比較を行うことで、「雪国」原文の表現の新たな側面を照らし出す。そ
の際、外国語訳との差異は日本語の本質的な翻訳不可能性でなく、作者の日本語の戦略的な運用を指
示するものとして取り扱われることになる。そのような戦略的運用が作中の声に担わせる、読者の作
品世界への態度を転換させる効果を、「雪国」原文に独特な魅力の核心と位置づけたい。

新発掘小説「名月の病」を読む

深澤晴美

「伊豆の踊子」と同年に発表された「名月の病」は、「都新聞」掲載後、百年近く埋もれていた小説
である。谷川の温泉宿を舞台に、水に映った名月を食べて死んだ少女を語る異色作だが、同作の直前
に刊行された『支那文学大観』第八巻において、川端が「唐代小説」十四篇の翻訳をしていることが
注目される。「目玉の飛出す」北京の奇怪な〈病〉の話題から始まる不可思議な掌篇は、実は月をめ
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ぐる中国の複数の故事を踏まえている。「岩に片手を掛けて」「水の上の月」を「猿のやうに」吹く妻
の姿は「猿猴促月」を想起させるが、「名月の病」では妻ではなく少女が頓死し、火に入る夏の虫の
ように、インク壺に映った月を目がけて飛んだのか、秋の蛾が溺死する。「名月の病」と同年には魯
迅「奔月」も発表されているが、「嫦娥翻弄月」や「玉兎搗薬」といった故事との関連も考察しつつ、
川端の作品系譜の中で同作の魅力を読み解いてみたい。

川端文学におけるエンターテインメントとの交錯

福田淳子

1960 年代半ば、芸術文化存亡の危機に直面したアメリカは政策や教育の改革により危機を脱し、
日本では遅れること 30年、1990 年前後から芸術文化に対する法整備がなされて公的支援が拡大、企
業や地方自治体、民間等による活動の高まりを受け、学問領域においてもまた芸術文化を社会的・経
済的文脈の中で捉え直そうとする研究が動き始めた。一方で、科学技術の進歩により様々な場面でデ
ジタル化が進み、文化がますます多様化する今日、既存の文学においてもまた他の学問領域との交流
や学際的な研究が要求されている。川端康成の作品は、昭和初期から映画化がなされ、その数は 40
作を超え、近年では演劇やオぺラなどの舞台化、マンガやゲームにおいて作家自身がキャラクター化
されてもいる。その意味ではむしろ、川端文学は早い時期からエンターテインメントとして社会や経
済に組み込まれてきたとも言える。このような状況について、アダプテーションの立場から考察する。

川端康成と魯迅の文学における「孤独」

李聖傑

魯迅を日本の現代作家と比較しようとすると、どうしても太宰治の名前が最初に頭に浮かぶ。なぜ
かというと、太宰治の『惜別』が留学時代の魯迅をモデルにしているからである。太宰に比べると、
川端康成と魯迅との直接的な関係はあまり深くないが、川端と魯迅には青少年時代の人生経験、「孤独」
に対する感受性、死への執着などの共通点がみられる。本稿では、孤独感を美しい自然や女性を通じ
て癒そうと試みた川端康成文学と、孤独感を戦闘的な文章を通じて国民の覚醒の「声」にした魯迅文
学とを対照的に比較し、その違いまた類似に光を当てられたら幸いである。

『山の音』における「愛」についての再批評

謝志宇

「山の音」は、舅の尾形信吾と息子の嫁、菊子との親密な関係と微妙な感情を語っている。二人は
愛し合ったり、慰み合ったりしている。二人の間には肉体的やエロティシズムなどの暗示、傾向が事
実上全くない。だた可憐と敬愛だ。愛を通して、信吾が初恋を思い出して、生命力への渇望が表して
いる。いっぼう、菊子には孤独のなか、一種の慰めともなる。
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谢志宇

《山之音》讲述了公公信吾和儿媳菊子之间亲密的关系和微妙的感情。他们相互爱护和

安慰。他们之间的爱事实上没有任何性爱、肉欲的成分，而仅仅是怜爱和敬爱。通过爱，信

吾回忆起自己的初恋，是对生命力的渴望 ；而对菊子来讲，爱则是是孤独中的安慰。

モダニティを翻訳する作法―川端康成の 1930 年前後を視座に

仁平政人

川端康成が大正末期から〈新感覚派の旗手〉として活動し、以降 1920 ～ 30 年代におけるモダニ
ズム文学の展開に対して同調する立場を取り続けていたということは周知の通りである。そしてモダ
ニズム的な性格が、戦後の川端の文学的営為に形を変えて連続していることも、複数の論者により指
摘されてきている。だが、「モダニズム」という概念がはらむ多義性もあって、川端とモダニズムと
の関わりに関する議論はしばしば混乱をはらみ、また未解明な論点を少なからず残しているように見
られる。本発表では、川端とモダニズムとの関係にまつわる諸問題を概観するとともに、1930 年前
後の川端の活動の分析を通して、問題に新たな光を当ててみたい。具体的には、「モダン」や「モダ
―ニズム」という言葉が広く流通していた当時の言説状況に対する川端の駆け引きのありように注目
することを通して、『浅草紅団』など同時期の創作の位相について再考を試みる予定である。

川端康成『虹いくたび』における戦後の影

杵渕由香

川端康成『虹いくたび』（『婦人生活』1950 年 3月号～ 1951 年 4月号）は、都踊をはじめとして、
京都の風物が数多く描かれ、京都ものの一つして数えられる。また作品タイトルが示すように、「虹」
が随所に鏤められ、これまで「虹」と「京都」を中心に論じられることが多かったが、川端文学にお
ける戦後を考察する上でも重要な作品である。戦争により中断していた都踊が７年ぶりに開催された
ことなど、同時代の出来事への言及が多く見られ、敗戦後の混乱を象徴するように人間関係は複雑に
もつれあう。戦後初の都踊以外にも、百子のかつての恋人啓太が戦死していることや、「戦争の記録
映画」を見たということなど、戦後の影がいたるところに描かれている。また、本作では絵画などの
美術品に関する言及が多いことも注目に値する。
本発表では、作中に取り込まれた同時代の事象の意味づけを問い直すことで、『虹いくたび』を敗

戦後という視点から明らかにしていきたい。
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中上健次、「禽獣」、そして川端文学の「気」について

王奕紅

本発表では、中上健次と辻井喬の対談「川端康成の妖と気」（1987 年）における川端康成「気体
的」属性にまつわる一連の論述を考察し、「禽獣」など川端康成の文学的営みとあわせて解読を試みる。
さらに中上健次の小説創作の位相を参照しながら、川端康成「気体」説の意味付けと今日的意義を探る。

王奕红

本论文拟围绕中上健次与辻井乔的对谈 “川端康成的妖与气” 中提出的川端康成 “气体派”

属性的相关论述，结合对《禽兽》等川端康成具体作品的考察，以中上健次的小说观为参照，

对川端康成 “气” 之说的意涵及学术意义进行辨析。

川端康成の掌小説と日本の古典文学

陳暁琴

川端康成は日本人の価値観と日本の伝統美を表現した代表的な作家として、世界中に名を馳せてお
り、その作品が世界的に注目を集めて愛読されている。その作品への解読と研究も勢いよく発展しつ
つあるが、中 •長 編の代表作に比べて、氏の掌小説に対する研究は、日本においても中国においても、
依然としてまだそれほど展開されていない領域であるように見受けられる。しかし、自由自在で多様
な様式、豊富な内容、実生活との融合、といった特徴を持つ氏の掌小説には、日本の伝統美が満ちて
おり、むしろ川端文学の重要な道標であり、最もその特質と風格を体現する部分として、その文学創
作に無視できない意義を有すると言ってもいい。
本研究は川端康成の 150 近くの掌小説を対象にして、主にその掌小説に見られる美意識、人生への

思考、及びそれらと日本古典文学とのかかわりという視点から、内容、描写、文体、創作背景などを
見つめることにより、日本古典文学のその掌小説に与えた深い影響を検討したい。それにより、もっ
と全面的に川端作品の基調の形成及び発展過程への理解、更に川端文学の本質とその不滅の美への深
い理解に繋がることを願っている。

日

陈晓琴

作为表现了日本人的价值观和日本的传统美的代表作家 , 川端康成闻名遐迩 , 其作品也
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受到世界性的关注和喜爱 , 对其作品的解读与研究亦是方兴未艾。不过相对于川端的中长篇

小说代表作，对其掌小说的研究不管是在日本还是在中国都依然还是一个较为冷僻的领域。

然而，形式多样灵活、内容丰富、融于生活的川端的掌小说，弥漫着日本传动美的气息，是

川端文学的重要道标，为最体现其风格的一部分，对其文学创作具有举足轻重的意义。

本研究将以川端的近 150 篇左右的掌小说为对象，主要从其掌小说中所呈现的审美意识

以及对人生的思考与日本古典文学之间的联系的视角，通过审视其内容、描写、文体，创作

背景等，探讨日本古典文学对其所产生的深远的影响，以期能够更全面地理解其作品风格的

形成和发展过程，进而更深入地理解川端文学的本质和不灭的美。

川端康成と三浦哲郎―川端康成文学賞をめぐって

原田桂

奇しくも川端康成生誕 120 年を迎えた今年、休止となってしまった川端康成文学賞は、多くの優れ
た短篇小説にその栄誉を与えてきた。なかでも選考委員も務めた三浦哲郎は、川端賞を二度受賞、さ
らに候補として最多の八度も推挙され、まさに〈短篇小説の名手〉としての実績が川端賞に裏打ちさ
れているであろう。異例とも言える二度の受賞は、三浦が優れた短篇作家であることの証しであるが、
三浦は〈短篇モザイク〉という呼び名で、川端の〈掌の小説〉と同じ掌編小説を生涯に亘って書き続
け、何篇か成された優れた長編小説も、やはり川端と同じように基本的に短篇連作の形で書かれてお
り、本質的には短篇作家なのである。師・井伏鱒二の影響もあってか生身の交渉はほとんどなかった
三浦と川端だが、受賞の二作を足掛かりに両者の共通性について考えつつ、川端康成文学賞の史的意
義についても考察したい。

川端康成「花のいのち」の語りの仕組み―開かれた終結へ向けて

李雅旬

「花のいのち」（『婦人文庫』鎌倉文庫、一九四九・四）では、主に芳子の視点から母のことが語ら
れている。また、芳子に内的焦点化していながらも、芳子をはみ出し、時には全知の語りも用いられる。
このような語り方は、芳子の母恋いを描くのに必要であるだけではなく、母娘関係と恋愛関係とのせ
めぎあいを表現するのにもふさわしいと考えられる。
全六章からなる「花のいのち」では、五章までは、物語世界の現在時が展開されているが、六章は

後説法で芳子と貞三との別れるシーンが語られている。「花のいのち」では、錯時法（後説法）がし
ばしば用いられていて、結末では物語世界の現在時に戻ることなく、開かれた後説法で終わっている。
「花のいのち」は、これまでは未完の小説とされてきたが、焦点化を中心とする語り論的方法からみ
れば、テクストは開かれた終結へ向けているのである。
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    李雅旬

  《花的生命》（初出《妇人文库》、镰仓文库出版、1949 年 4 月）是一部以女儿芳子为视

点人物讲述其母亲的小说。在以芳子为中心的内焦点叙事过程中，时而超越芳子所处的内视

角，转而采用全知视角。文本中采用这样的叙述方法，不仅便于描写芳子对母亲的依恋，也

适于表现母女关系与恋爱关系的冲突。

  《花的生命》共分为六章，其中前五章讲述的是故事的现在时，第六章则补叙芳子与贞

三分手的场景。小说中运用了大量的错时法，终章竟以开放式补叙的方式结束文本，而不再

返回故事的现在时。一直以来，《花的生命》都被当作是未完成的小说，本发表将从以焦点

化为中心的叙述方法出发，将文本解读为走向开放式结局的小说。

土屋隆夫・信州・川端康成

大石征也

土屋隆夫（1917 － 2011）は、昭和も戦後期に入って推理文壇に登場したミステリー作家である。
彼は故郷の信州（長野県）に住み、寡作ながら、戦後日本のミステリー史に残る長短篇の秀作を生み
出しつづけた。その作品では、近代日本文学史に現れる純文学系の文学者や文学作品が素材として活
用されることが多く、それほど注目されていないが、意外に川端康成の占めるウェイトが大きいと見
られる。川端への直接の言及のない長篇ミステリー「影の告発」をあえて　“深読み ”することで、
土屋ミステリーと川端文学との密接なつながりを考察する。
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浙江越秀外国语学院东北亚研究中心

浙江越秀外国语学院东北亚研究中心是教育部 2017 年国别和区域研究中心备案的研究基地 由东方语言学院牵头

以绍兴市重点研究基地 ---- 东亚文化研究院为依托 下设东北亚语言文化研究所 东北亚国际关系研究所 东北亚社会

发展动态研究所等机构 聘任了校内外从事东北亚经济 文化 政治 历史等方面的一流专家 学者 实现了对东北亚

地区语言 文化 政治 经济 历史的多学科 交叉性综合研究

自本研究中心被教育部备案为研究基地以来 校长徐真华教授亲自挂帅任研究中心主任 主持研究中心的各项工作

整合国内外各方面研究力量 组建了一支包括日 韩 俄等多名外籍专家在内的 30 余人的研究队伍 在人员 资金 软

硬件条件等各个方面都加大了投入 进一步加强制度建设 实施规范管理 并将资政成果纳入学术评价体系 在学科和

专业建设 职称评定 岗位分类管理等方面都给予了明确的政策扶持 同时 注重平台建设 中心以日本 韩国为主要

对象国 重点研究 1 东北亚合作的人文基础与现实条件 2 日韩现代化的经验教训 3 浙江与日 韩比较研究 4

东北亚最新动态的调查分析 5 浙江与 一带一路 建设研究 每年举办学术研讨会 邀请国内外知名学者前来讲学

并共同策划具体研究项目 依据多语种优势 推进内涵建设 以学科建设和人才培养为依托 以资政服务为宗旨 全面

服务浙江省乃至国家对外战略的需求 努力将东北亚研究中心打造成为 定位明晰 特色鲜明 机制健全 效能优良

的东北亚区域态势研究智库

浙江越秀外国语学院 简介
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浙江越秀外国语学院外国语言文化研究院

浙江越秀外国语学院东方语言学院

浙江越秀外国语学院外国语言文化研究院成立于 2017 年 9 月 研究院依托省级一流学科 外国语言文学  市级重

点学科 法语语言文学 外国语言学与应用语言学 校级重点学科 英语语言文学 日语语言文学 中国语言文

学 以及 新闻传播学 响应国家 一带一路 和 中国文化走出去 战略 以中外文化翻译与传播研究 外国文学经

典及文学跨学科研究 中外诗歌及诗学比较研究 跨学科语言学研究为主要研究方向 以组建学术研究团队 培养青年

骨干教师 发表高质量学术成果 扩大学校学术影响力为主要任务 研究院聘任史忠义 吴笛 李建英 吴国良 栾栋

李贵苍 魏大海 许金龙等教授担任首席专家 以辟思 辟文 辟学 兼驳 兼会 兼通 通和致化为方向 厚德载物

笃学向上 不忘初心 永远前进

一 学院概况	 				

东方语言学院始于 1981 年开设日语专业 三十余年来积极进取 壮大完善 先后开设朝鲜语 阿拉伯语 印度尼

西亚语 泰语 土耳其语 共六个专业 其中 日语专业 2013 年被评为绍兴市高等学校重点专业 朝鲜语专业连续获

得浙江省重点建设专业 浙江省 十二五 和 十三五 优势专业 近四十年的时间里

为我国 特别是长三角地区培养外向型人才 6000 余人 就业率保持在 97% 以上 近三年国内外考研人数达 48 名

现有本科在读学生 1942 人

二 学院特色

1 雄厚的师资队伍 学院现有 106 名专业教师 其中 教授 副教授 31 名 博士 33 名 在读博士 10 名 具有硕士

博士学历的占 90.41% 常年聘请来自日本 韩国 阿拉伯 印尼 泰国 土耳其等国的外籍教师 20 余人任教 专业教

师的人数 高级职称和具有博士学位的人数均名列全省同类院校前茅 另有 13 名教辅及思政人员 全面服务学生

2 广阔的科研平台 现建有绍兴市重点哲社研究基地 绍兴市东亚文化研究院等多个科研平台 高坂图书室日

文原版书籍藏书万余册 朝鲜语图书室有原版书籍 7307 册 阿拉伯语专业资料室拥有专业图书约 2300 册 电子书 3000

余册 DVD 与 VCD 共 100 部

3 强大的科研实力 近三年 东语学院教师共承担国家级科研项目 2 项 省部级项目 9 项 其他各级项目近百项

出版国家级教材 14 部 专著 36 部 译著 6 部 发表各级期刊论文 100 余篇

4 丰硕的专业培养成果 东语学院学生在第四届中国华东地区日语演讲比赛中荣获一等奖 两次斩获 笹川杯

全国高校日本知识大赛中团体赛三等奖  并取得 笹川杯  全国作文竞赛优秀奖 全国大学生英语竞赛二等奖 国家级

等优秀成绩 17 人次在 阿盟杯 全国高校阿拉伯语书法比赛等国家级专业比赛 CRI 杯全国阿拉伯语演讲比赛中

获得一等奖 三等奖等奖项 多次在全国韩亚杯韩语演讲比赛 浙江省锦湖韩亚杯韩语演讲比赛 韩国京东大学校长

杯华东地区韩国语作文大赛 华东地区韩国语演讲比赛中摘得桂冠

5 活跃的国际交流 与日本的二松学舍大学 樱美林大学 关西外国语大学 韩国的国民大学 庆熙大学 釜山外

国语大学 埃及苏伊士运河大学 法鲁斯大学 开罗巴德尔大学 印尼巴厘岛乌达亚娜大学 三宝垄金融大学 泰国吞

武里皇家大学 川登喜皇家大学等 30 余家高校建立了学术交流关系 每年选派数百名学生进行访问 留学和企业实习

学院将坚持贯彻 育人为本 学术为魂 人才为先 责任为重 的优良传统 履行 人才培养 科学研究 服务社

会 文化传承与创新之交汇融通 的使命 培养具有 外语专长 人文素养 国际视野 中国情怀 东语特色 的复合

型应用型人才 不断深化教育教学改革与创新 优化学术环境 努力建设特色鲜明 优势突出 质量上乘的学科 为

实现越秀梦想 为中国民办高等教育 乃至浙江与国家经济社会发展做出更大的贡献
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